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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１２月８日（木） 

  クリスマス家族会 

登録開始５時３０分 

  開会  ６時 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月１５日（木） 

テーマ   「人間力」 

卓話者   平田勝男様 

卓話担当者 森 圭司会員 

 
言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

 大阪難波ロータリークラブ      例会日時 毎週木曜日 １２：３０ 

 創立 １９７６年８月５日      例会場  スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間 

 会長：林 博之  幹事：松田禎胤  会報・雑誌委員長：川井宗次  事務局：安部亜希子 

 事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階 
 TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp 

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ  ） 

 ２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ 

「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

 ２０２２．１２．８  №２１６５ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１０５，０００ 

本日までの累計  ￥１，８４０，０００(92％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月１日 ３週前 １１月１０日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 6 7 . 7 9％ 

出 席 会 員 数 
４ ２ 名 

出 席 率 ７ ２ ％ 

第２１回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６５回例会 

・国 歌      「君が代」 

・ロータリーソング 「奉仕の理想」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来賓紹介     林 博之会長 

・歌とピアノ    木下裕子 

・会長報告     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

これからの予定 

12月10日（土）

12月10日（土）大阪南RC70周年記念式典    12月15日（木）例会 

12月16日（金）17日（土）地区大会      12月22日（木）例会 

12月29日（木）休会 

    クリスマス家族会プログラム 

         司会 中川博之・秋田祐作 

・和太鼓部による演奏  和太鼓部 
・挨 拶        林 博之会長 
・来賓祝辞  大阪南RC  上村豊副会長 
・乾 杯        谷口  勉会員 
・晩 餐 
・大阪難波RAC近況報告  大阪難波RAC会員 
・   
・お子様へのプレゼント    
・プレゼント抽選会 
・閉会挨拶       中川博之友好委員長 
・「手に手つないで」 
・記念撮影 
・閉会 

１２月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

12月14日 立花英司会員夫人  玲子様   12月17日 比嘉廉丈会員夫人  邦子様   

12月19日 荒山義雄会員夫人  敬子様      12月20日 中井政嗣会員夫人  栄子様   

12月21日 北橋茂登志会員夫人 道子様   12月31日 林 博之会員夫人  啓子様 

年次総会議事録 

1.次々期会長及び次期理事候補者について原案通り承認された。 

 次々期会長候補者：松浦孝尚会員 

 次期理事候補者：立花英司会員、網干康史会員、森田 納会員、清水一人会員、 

         赤坂 宏会員 

１２月度定例理事会議事録 
1.ロータリーデーについて、八尾中央RCは12月末で解散となるので、PR訪問はしない。
パネルディスカッションについて、パネリストを人選中であることが報告された。 
また、フレッシュロータリアンについて、大阪難波ＲＣの入会３年未満の方々に参加
を呼び掛け、開催内容については懇親を図る会とする、ことが報告された。 

2.クリスマス家族会について、参加者114名を予定しておりプログラムの説明があった。 
3.地区補助金を利用した奉仕活動の遊具贈呈式に林会長、松田幹事、福田会長エレクト、
伊藤社会奉仕委員長、清水副会長が出席し、午後からのサッカー教室は大阪難波RAC

のメンバーが10名程度参加する予定であることが報告された。 

4.1月の職業奉仕月間卓話とフォーラムについて、月間卓話は1月26日地区より卓話にお越
しいただき行う予定であり、フォーラムについては同日、大和食品工場訪問を予定し
ていることが報告された。 

5.数井康幸会員の退会が承認された。 

6.中川博之会員、川口栄計会員ご推薦の松井潤氏が会員候補者として承認された。 
7.2022年上期分の周年積立金5,000円は、下期と合わせて1月12日に1万円を請求させてい
ただく事が報告された。 

◇ロータリーデーＰＲ訪問にいきました◇ 
11月30日（水）東大阪ロータリークラブ 
11月30日（水）八尾ロータリークラブ 
12月 1日（木）大阪御堂筋本町ロータリークラブ 
12月 1日（木）東大阪みどりロータリークラブ 
12月 2日（金）八尾東ロータリークラブ 
12月 5日（月）東大阪中央ロータリークラブ 



★来客紹介：赤坂友好委員 
  
 大阪難波RAC 加藤大樹様 
        西野  悠様 
        山本  豪様 
        林  海晟様 

       
 
 
 
 
 
 

★会長報告：林会長 
1.2022年11月24日（木）ホテルロイヤルクラ
シック大阪にて「新入会員歓迎会」が執り行
われました。今回の新入会員は4名、平野浩
希会員、山川正時会員、川浦文彦会員、河内
理会員、4名合わせて152歳、平均年齢は38歳
と、とてもお若い会員にご入会して頂きまし
た。中川友好委員長のご配慮で、新入会員4
名を覚えて頂こうと、昔の写真をご披露頂
き、その当時のエピソードや趣味、特技など
を聞かせて頂き、会員4名を詳しく知ること
が出来ました。 

2.2022年11月22日(火)にはホテル日航大阪に
て、2019～2020年度ガバナー杯野球大会表彰
式・懇親会が執り行われました。この年度は
我が大阪難波RCがホストを務め、約2年半も
の間、延期となっておりましたが、ようやく
開催が出来まして、ほっとしているところで
す。福田キャプテンお疲れ様でございました。 

3.2022年11月27日(日)には、RAC関西四地区情
報交換会・交流会が執り行われました。テー
マは「繋」で、大阪難波RACからは、福永会
長、加藤幹事、山本会計、林海晟広報が実行
委員となり活躍をしてくれました。また懇親
会では山本会計と林海晟広報が司会を担当し
て頂き、地区の方々より「よく頑張っていま
した」とお褒めの言葉も頂戴致しているとこ
ろです。大阪難波RACへのニコニコにご協力
を頂ければ幸いです。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.本日例会終了後、年次総会を開催させていた
だきますので、少しお残り下さい。また、そ
の後、定例理事会を開催させていただきます
ので、理事役員の方はご出席ください。 

2.地区大会の名札と当日のご案内を入れさせて
いただいております。ご出席されます方は、

必ず名札をお持ちください。また、出席者が
少ないため、当日出席できる方は是非ご参加
ください。   

 
★委員会報告 
◇職業奉仕委員会：荒山委員長 
2022-23年度オンライン職業奉仕セミナーのご
案内を入れさせていただいております。当ク
ラブの中井会員が講演をされます。オンライ
ンのみでのご参加となります。 

 
◇クラブ会報・雑誌委員会：川井委員長 
 「ロータリーの友12月号のご紹介」 

横P14「ピンピンコロリは食事から」 
・ピンピンコロリのためにも、日々の健康の
ためにも、毎日の食事を大切にしていただ
くことが重要 

・日本人の健康意識は高く、また、知識も一
般に浸透し、その知識レベルは国際的にも
高い方である 

・祖先の時代から食べ続けている食材は、天
然の薬にも等しいものと思っていただきた
いし、どの食材も等しく大切である 

・悪玉コレステロールや塩分を悪くいわれる
ことがあるが、どちらも栄養としての働き
を持っている 

・食に「珍しい」「高価」というアイテムを
求めることは悪いことではないが、体その
ものはそんなに喜んでいないこともある 

縦P13「ミルクストーリー」         
・日本の牛乳の歴史は古く、飛鳥時代の６４
５年、孝徳天皇に牛乳が献上されたことか
ら始まる 

・1871年、明治天皇が毎日２回ずつ牛乳を飲
むという記事が「新聞雑誌」に載り、国民
の間にも牛乳飲用が広まっていく 

・戦前まで牛乳は比較的高級飲料でしたが、
徐々に子供から高齢の人まで幅広い年齢層
の方から好まれる飲料となっていく 

・近年では牛乳離れが進み、消費量は減少 
・乳製品は絶えず研究開発が進められてお
り、新たな製品が続々と登場している 

 
◇友好委員会：中川博之委員長 
1.本日クリスマス家族会のご請求書を入れさせ
ていただいております。お振込みよろしくお
願い致します。 

2.クリスマス家族会の景品は本日、景品名を記
入いただいた用紙と品物をお預かりさせてい
ただいております。 

  前回の記録  第２０回 １２月１日（木） 

3.クリスマス家族会当日のスケジュールです
が17:30受付開始、18:00例会、18:30開演 
21:00閉演となります。この日の例会はお
昼間ではなく、18時からとなりますのでお
間違えのないように、よろしくお願いいた
します。 

4.また、二次会ですがエスカイヤクラブを予
定しておりますので、ご都合のつく方はご
参加ください。 

 
★ニコニコ箱報告：長崎会員 
林 博之：新入会員歓迎会お疲れ様でした。

ありがとうございました。RAC関
西四地区交流会、大阪難波RACメ
ンバー活躍してくれました。皆様
RACニコニコお願いします。 

松田禎胤：先週の新入会員歓迎会、中川友好
委員長、お世話になりました。４
名の新入会員の皆様、今後ともよ
ろしくお願いいたします。 

松浦孝尚：例会欠席お詫び。 
中川静夫：誕生日、自祝。 
右田竹郎：例会、長期欠席お詫び。 
三島敏宏：新入会員歓迎会では中川友好委員

長はじめ友好委員の皆様、お世話
になり有難うございました。 

早栗義文：家内の誕生日に綺麗な花を届けて
頂きありがとうございました。 

中川博之：新入会員歓迎会にご参加頂きまし
てありがとうございました。平野
会員、山川会員、川浦会員、河内
会員を温かく迎えて頂きましてあ
りがとうございました。 

荒山義雄：新入会員の皆様、よろしくお願い
いたします。 

池側一司：皆様、ご無沙汰しております。少
し体調を壊しまして１年ちょっと
休ませて頂きましたが、今日より
出席させていただきますので、よ
ろしくお願いいたします。 

川井宗次：例会欠席お詫び。 
吉田 智：先日の新入会員歓迎会、楽しい時

間ありがとうございました。本日
卓話よろしくお願いいたします。 

飛田了介：先日は歓迎会お疲れ様でした。本
日卓話させていただきます。よろ
しくお願いします。 

山川正時：新入会員歓迎会開催ありがとうご
ざいました。皆様と沢山お話しで
き大変勉強になりました。引き続
きよろしくお願いいたします。 

川浦文彦：先日は新入会員歓迎会を設営して
頂き本当にありがとうございまし
た。これからよろしくお願いいた
します。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
北田好文：RACの皆様、ようこそロータリー

クラブへ。クリスマス家族会へも
参加してください。 

長崎 武：がんばれ、ニッポン！！ 
累計￥２３５，０００ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

加藤大樹様  西野 悠様    山本 豪様  林 海晟様 

１２月３日四天王寺悲田院に虫歯予防デー演芸大会先覚功労者追善供養並びに関係者及び

出演者健康祈願法要に伺いました。悲田院院長の塚原導師にお経をあげてもらった後、開

式の挨拶に谷口元ガバナー補佐が今までの長い歴史の中で、奉仕活動に関わった方々の話

を交えながら挨拶くださり、その後、西原直前会長が壇上に上がり、和太鼓演奏の思い出

を含めての挨拶をして下さり、寄贈品の贈呈、並びに感謝状の受け取りを行いました。そ

の後、謝辞の言葉を頂き閉式となりました。手厚い感謝の言葉で、今後も和太鼓部の演奏

をお借りして奉仕活動を続けていけたらと思いました。   文責：中川静夫 

谷口元会長と、西原直前会長 

今
月
お
誕
生
日
を
迎

え
ら
れ
る
会
員
各
位 



★卓話    テーマ 「自己紹介」 

       卓話者  吉田 智会員 

 

私は西京株式会社の吉田智と申します。

私の下の名前の漢字は母親が昔好きだっ

た小説をドラマにした「南総里見八犬

伝」の八徳である八犬士から一字を取り

「智（ち）」と書いて（さとる）と名付

けられたと聞いております。今回、ス

ピーチさせて頂くという事もあり、せっ

かくなのでその意味を調べてみたとこ

ろ、物事を正しく判断できる力の持ち主

という意味があると知りました。字の如

く育っているかは疑問が残るところです

が、この歳になり素晴らしい意味が込め

られた名前であると知り大変嬉しく思

い、母に感謝しております。 

趣味は恥ずかしながらこの歳でもゲーム

が大好きで今でも熱中しております。ま

た、お笑い鑑賞が大好きで芸人さんの計

算されたネタを見て大笑いすることで

日々のストレス発散をしております。 

生年月日は、昭和５９年４月９日生まれ

で、年齢は３８歳です。出身地は大阪市

の天王寺区上本町でいわゆるシティボー

イ、都会っ子です。小学３年生の１年間

だけ家庭の事情により母親の田舎である

大分の日出町という小さな漁港がある漁

師町に住んだことがあります。学生時代

は、スケートボードに夢中になり汗を流

しました。 

今に至る飲食店との出会いですが、母親

の知人が飲食店を開いており、何度かお

店に行く内に店主の方に気に入ってもら

え、私自身もそのお店の雰囲気が好きな

事もあり就職する運びとなりました。私

の世代ではかなり少なくなっていたはず

ですが、凄まじい愛のあるご指導がある

環境でして、１日１７時間勤務～と、と

にかく肉体的にも精神的にも大変育てて

いただきました。約５年務めましたが、

店主の意向で閉店する事になり、余儀な

く転職となりました。株式会社 HASSIN

（はっしん）に入社することになりまし

た。新世界の串カツを基盤とし関西を中

心に多店舗展開をしている会社です。私

が入社した当時はまだ小さな会社でした

が、入社して１年後に当時の社長が「年

商１００億企業」を目標に掲げ、次々出

店し、入社当時は年商６～７億ほどでし

たが、１０年後に１００億達成すること

が出来ました。１０年ほど勤め目標達成

も果たし、私自身まだまだたくさんの経

験を積みたいと思うようになり、ご縁も

あったので転職することに。２０１５年

３１歳の時に株式会社吉祥吉に入社しま

した。吉祥吉は商材を神戸ビーフ1点に焦

点をあて、三宮、元町を中心に急成長し

ていた企業でした。2018年34歳を迎える

年に入り、大阪での出店ペースの形も出

来上がった事や、同じ志を持った方との

出会いもあり、独立したい旨を社長にお

願いしました。2018年9月に最初のお店、

神戸牛 舞をオープンし、これから頑

張ってやっていくぞと思っていた矢先に

台風の影響で関空の滑走路が水没被害に

あい、海外からの旅行者がストップ。3か

月ほど苦労しました。1店舗目から11か月

後の2019年8月にOh！マイステーキをオー

プンすることができました。3か月ほどは

厳しい戦いでしたが、インバウンド観光

客の認知もあがり、業績を伸ばせている

と確信していたのですが、コロナ禍到来

となりました。今できることは無いのか

を前向きに模索している最中です。 

昨年、パーティースペースの事業を思い

つき、初めての業種でしたが、思い切っ

てオープンしました。プチアウトドアを

楽しめるスペースとして需要が高まって

いると感じます。今後も飲食業に留まら

ず、幅広く色んな業種、業態を開発して

いければと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★卓話   テーマ 「自己紹介」 

      卓話者  飛田了介会員 

 

本日は簡単な自己紹介をさせていただきま

す。飛田了介と申します。難波RCに入会し

半年経ちました。SMBC日興証券として3代

前の支店長稲垣から吉田、東村とはバトン

を受け、ここ10数年で4人目の難波支店長

となります。年齢は49歳、1973年（昭和48

年）5月生まれです。妻と高校2年生の双子

の男子がおりまして4人家族で京都在住で

す。幼少期は西宮市東鳴尾、小学生から宝

塚市で育ちました。関西学院経済学部を卒

業し、1996年（平成8年）日興証券に入社

し、以降日興コーディアル証券、SMBC日興

証券と社名変更2度経ました。入社の翌年

11月24日山一証券が破綻しました。私当時

2年目の社員で、次はあんたのとこ…とお

客様に言われたことを覚えています。そん

な私が今大事にしている言葉は"継続は力

なり"です。リーマンショックや東日本大

震災、当社に限らず業界としても数々の不

祥事があり、色々と振り回されてはきまし

たが、与えられた場所で頑張る事で良い事

だって沢山ありました。ただ、ありがちな

言葉で聞き飽きたかもしれません。ですの

で、継続して良かった話ではなく、継続し

ておけばよかったという失敗談をお話しし

たいと思います。走る事に自信はあったの

ですが、幸運にも関西学院中学部の受験に

合格した私は、硬式テニス部に入部しまし

た。陸上は地味なスポーツで当時入るのが

嫌でした。陸上人口が多い為勝ち進むには

ライバルが多いのですが、硬式テニス部は

少なくて、公立中学でも軟式テニス部が多

かった分、競技人口も少ないので勝ち進み

やすいという理由です。きっかけはくだら

ないですが、真面目に中学3年間部活に精

出して、兵庫県予選ブロックなら勝ち抜け

るぐらいに力はつきました。でも県大会本

選ではいつも1回戦か2回戦ですぐ負けまし

た。当時選手は負けると負け審判といって

次の試合の審判をやる事となっていまし

た。私の３つ上で高校3年生の選手と１つ

上で高校１年生の選手の決勝戦でした。高

校1年生で決勝まで残るなんて…と感心し

つつも、男女のレベルで差は歴然だろう…

とあろう事か"上から目線"でボールボーイ

をやっていたところ、レベルが高すぎて驚

きました。決勝戦だけあって両校の女子生

徒の応援もすさまじく、技術レベルも雰囲

気も圧倒されるばかり。自信を失わせるに

十分な試合で、この出来事がきっかけで高

校進学時にはテニス熱が冷め陸上部に入部

する事となり今に至ります。陸上競技に転

向し、さらに才能の違いに圧倒されること

は多かったですが、"継続は力なり"の通

り、努力は裏切らず、練習すれば相応にタ

イムや成績も上がり、楽しい学生生活で競

技生活を送ることが出来て、転向してよ

かったと思っています。ちょっとした事で

諦めたり、熱が冷めたり、やめよう！では

なく、もう1日頑張ろう、もう少し続けよ

う、諦めずに頑張ろう…今では少々何が

あっても"継続は力なり"また"粘り強く、

諦めず、最後まで"はモットー、座右の銘

としております。おかげさまで、新聞紙上

で色々とお騒がせすることの多い弊社にて

継続して出社し、粘り強く26年勤務させて

いただいております。新たにチャレンジす

る事、格好良いし、憧れますが、根気強く

同じ事を続ける事も同じく尊い行動なので

はないか…と考える今日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


